
「人むすびの場」の開催実績 　会場：スペースＵ　　時間：19:00-21:00

回 年月日 ゲスト 役職 テーマ ファシリテーター 人むすびカフェのテーマ

第１回 H20.7.24 鈴木 賀津彦さん 市民メディアプロデューサー つながるために情報発信しよう！ 角田　知行さん 自分を情報発信しよう！

第２回 H20.8.28 脇坂　真吏さん 株式会社ＮＯＰＰＯ　代表 都市と農村をつなぐ 角田　知行さん
都市と農村をつなぐことに、どのような意味
がありますか？またそのためにあなたに出
来ることは何ですか？

第３回 H20.9.26 菊池　健さん
有限会社フォレスト　代表取締役副
社長

社会起業家としてのチャレンジ　～新しい潮流
と実践　～　　　「大人の為の社会起業家講
座」

高重　和枝
社会起業によって、どんな未来がもたらさ
れるでしょうか？そのために、あなたが出
来ることは何ですか？

第４回 H20.10.24 生重 幸恵さん
NPO法人  スクール・アドバイス
ネットワーク　理事長

子どもたちの”学び”の応援～仕事体験のプロ
デュース～

田中　尚武
子どもたちの未来づくりにどんなことが必
要でしょうか？そのために、あなたが出来
ることは何ですか？

第５回 H20.11.28 関根 健次さん
ユナイテッドピープル株式会社　代
表取締役

一人ひとりが世界を変える 田中　尚武
『人と人をつなぐ』という意義は何でしょう
か？そのために、あなたが出来ることは何
ですか？

第６回 H20.12.18

コーディネーター：
鈴木 賀津彦さん
ゲスト：菊池　健さ
ん・ 生重 幸恵さ
ん

市民メディアプロデューサー・有限
会社フォレスト　代表取締役副社
長・NPO法人  スクール・アドバイス
ネットワーク　理事長

次の一手！～今年の活動を振り返り、来る年
を展望する～

角田　知行さん
2008年のふりかえり＆2009年の展望シート
⇒巨大寄せ書きの作成

第７回 H21.1.27 嘉村 賢州さん
NPO法人　場とつながりラボ
homes’vi　代表理事

“参加”をプロデュースする～みんなで考える
仕掛け～　　　「燃える古都！京都市未来まち
づくり１００人委員会の思いをつなぐ」

角田　知行さん
参加を促す仕掛け、参加したくなる仕掛け
を作るにはどのようにしたらよいでしょう
か？

第８回 H21.2.25 中村　政人さん
東京芸術大学美術学部　准教授、
アーティストイニシアティブ コマンド
N代表

アートでつながる 角田　知行さん
私たちにとってアートとはどのような存在で
しょうか？

第９回 H21.3.24 石原　典子さん
NPO法人　文化芸術創造工房カル
チャーネット御前崎　代表理事

感動と楽しさが人をつなげる 角田　知行さん
私たちが感動と楽しさを分かちあうために
何があれば良いでしょうか？石原さんのプ
ロジェクトへのアイデアは？

第10回 H21.4.24 坂上　也寸志さん
映像プロデューサー、株式会社
ピーズ・インターナショナル　代表
取締役

映画で人をむすぶ 金子　欽致さん
映画の力とは何でしょうか？映画の力をど
のように活かしましょうか？

第11回 H21.5.21 堤 　智久さん
「ローカル・ビズカフェ」幹事・北海
道新聞社東京支社

１００人で本をつくる　～ヒトの輪・表現法 角田　知行さん
人と人がつながろうとするところから生まれ
てくるものは何でしょうか？

第12回 H21.6.24 吉澤　卓さん
開国博Ｙ150市民参加ディレクター・
「イマジン・ヨコハマ」事務局

街・社会に一人ひとりの力を活かすために 角田　知行さん
まちづくりや社会活動において、一人ひとり
の力を活かすためには、何を大切にしたら
良いでしょうか？



第13回 H21.7.29 渡辺　教子さん
ベネトンジャパン株式会社　広報宣
伝部　統括部長

企業が発信する社会的メッセージの役割 角田　知行さん
今日のお話を伺って、今、心に残っている
言葉・イメージは何ですか？

第14回 H21.8.22 吉澤　卓さん
開国博Ｙ150市民参加ディレクター・
「イマジン・ヨコハマ」事務局

吉澤さんと行くヨコハマ・ヒルサイド

コーチング・ダック
（イマジン・ヨコハ
マ　コアボランティ
ア）

今あなたは、どのようなつながりを感じてい
ますか？そして私たちは、このつながりか
ら何が生み出せるでしょうか？

第15回 H21.9.18 友廣　裕一さん ムラアカリ・プロジェクト いま、なぜ限界集落なのか 高重　和枝
限界集落のお話から、今後の地域づくりを
どのように考えますか？私たちにどんな行
動が必要でしょうか？

第16回 H21.10.22 山崎　誠さん 衆議院議員
フツーの市民が国会議員になって、時代を語
る

角田　知行さん
これからの時代に、政治と私たちはどのよ
うに変わっていくでしょうか？　山崎さんの
話からどのような萌芽を感じましたか？

第17回 H21.9.18 山脇　直司さん
東京大学大学院総合文化研究科
国際社会科学専攻　教授

ＷＡ (和)で取り組む！グローカル時代の対話
のヒント

角田　知行さん
私たちはこれからどのような社会を生きる
でしょうか？何を継承し、何を創りますか？

第18回 H21.10.22 佐藤　喬さん 海士（あま）町観光協会職員 離島と東京を結ぶ 角田　知行さん
新しいことを始める時、そこにあるのは何
でしょうか？

第19回 H21.9.18 中村　正明さん GREENSTYLEプロデューサー グリーンなライフスタイルを広めよう 角田　知行さん
もっと身近なところに「エコ」があふれるた
めにはどんなアイデアがありますか？

第20回 H21.10.22
番野　和敏さん・
柴田　直哉さん

NPO法人NEWVERY（旧コトバノアト
リエ）　副理事長、トキワ荘プロジェ
クト統括ディレクター・同理事、日本
中退予防研究所 所長

若者の支援のしかた 角田　知行さん
お二人のお話しを聞いてどこに心が動きま
したか？何を思い浮かべましたか？

第21回 H21.9.18 苅宿　俊文さん 青山学院大学　教授 時代が求めるワークショップデザイナーの力 角田　知行さん あなたが今わかりたいことって何ですか？

第22回 H21.10.22 シキタ　純さん NPO法人BeGood Cafe　代表
笑顔がつながる暮らし方　〜世界と日本で始
まったエコビレッジ事例〜

高重　和枝
エコビレッジの未来にどんな広がりがある
と感じましたか？

第23回 H22.5.27 茅原　裕昭さん

（（財） 都市農山漁村交流活性化機構
（愛称：まちむら交流きこう） グリーン・
ツーリズムセンター長・オーライ！ニッ
ポン会議事務局長

グリーン・ツーリズムの新たな展開を考える 角田　知行さん
わたしたちの求めるグリーン・ツーリズムの
企画

第24回 H22.6.29
玉田　俊郎さん・
中山　司さん

東京造形大学　教授・一般社団法人日
本デザインマネジメント協会　専務理
事、　　同　事務局長

デザインの力が社会システムを変える 角田　知行さん
成功することが保証されているとしたら、あなた
はデザインの力で社会の“何”を変えていきたい
ですか？」

第25回 H22.7.29 木村　裕美さん
中小企業診断士／早稲田大学　都
市・地域研究所　客員研究員

分野を超えたつながりから生まれるもの」
　　　　～「人むすびの場」を事例にして～

角田　知行さん
分野を超えたつながりから生まれるものは
何ですか？人むすびの場へのアイデア



第26回
人むすび
グリーン・
ツーリズ
ム

H22.8.21 中田　無双さん 北都留森林組合　参事 森林を中心とした村づくり 友松　惠子さん 小菅村の魅力とは？

第27回 H22.9.30 神酒　大亮さん
株式会社ムービーインパクト　 代
表取締役・ディレクター

おもしろ映像発信で地域を元気にする仕掛け
　　　～「勝手ＣＭ」を事例にして～

角田　知行さん
映像を使った情報発信は、どんな可能性に
満ちていますか？そこからどんな変化が社
会に生まれるでしょうか？

第28回 H22.10.20 若澤　美義さん
三浦市経済振興部長　兼　ロケ
コーディネーター

シティセールスプロモーション　～三浦市を事
例にして～

角田　知行さん
人はどんな時にまちを好きになりますか？
そのことからどんなアイデアが生まれます
か？

第29回 H22.11.25 高麗　文康さん 高麗神社　宮司
日韓文化交流を掘り起す　 ～高麗神社の挑
戦～

高重　和枝
地域の歴史や文化を活かすとまちはどう変
わりますか？ そこからどんなアイデアが生
まれますか？

第30回 H22.12.16
宇賀神 一弘さん
柴田 映司さん

宇賀神溶接工業所　代表
テコデザイン　代表

プロダクトデザイン、職人が新しいビジネスを
生む
 ～ハンドサイクル自転車を事例に～

角田　知行さん
ものを作っていく、そのプロセスの中で生ま
れてくるものを何ですか？

第31回 H23.1.25 西尾　雄志さん
日本財団学生ボランティア　セン
ター長

ボランティアのＰＲ力 ～ＰＲ力コンテストを事例
にして～

角田　知行さん
学生ボランティアのＰＲ力コンテストから感
じたことが何ですか？

第32回 H23.2.22 明橋　大二さん
真生会富山病院心療内科部長、ス
クールカウンセラー

転換期の子育て支援を考える～ハッピーアド
バイスの現場から～

高重　和枝
子どもたちの伸びやかな育ちのために私た
ちにできることは何でしょうか？

第33回 H23.4.25 友廣　裕一さん リソースコーディネーター 被災地報告～いま、何が起こっているか～ 角田　知行さん

①働く場をどう作るか？（地元の人とボラン
ティアの共存）、②支援物資をどうやって必
要なところに届けるか、③被災地の教育を
どうするか、④これからの日本をどうする

第34回 H23.5.20 畠山　茂陽さん
ＮＰＯ法人ファイブブリッジ　理事長
／河北新報社メディア局

被災地興の現場から～若手起業家による新
たな産業起こし～

高重　和枝
今、何を感じていますか？私たちはどんな
ことができるでしょうか？

第35回 H23.6.22 長谷　公人さん 草の根事業育成財団　代表理事
非営利活動を支える仕組み・方法 ～草の根
事業を育てる～

角田　知行さん 長谷さんとともに草の根事業を育てよう！

第36回 H23.7.21 小澤　真人さん
デジタル・ストーリーテリング研究
所　代表

自己表現でつながる対話の仕掛け～デジタ
ル・ストーリーテリングでつくる新たな市民社会
～

角田　知行さん
もし、ＤＳＴを作るとしたらどのような物語を
語りますか？そこには何が表れると期待さ
れますか？

第37回 H22.8.24 峯岸　祐高さん ＣＯＲＯＴ（コロット） 代表
都市型農業の新しいカタチ
 ～都心から１時間、農家民宿第１号の可能性
～

角田　知行さん
Corot を使って誰とどんなことをしてみたい
ですか？そこであなたはどんな体験をする
でしょう？ここからどのような物語が始まり

第38回 H23.9.28 須貝 道雄さん 新聞記者 取材力を考える 高重　和枝
マスメディア、とりわけ新聞の役割は何で
しょうか？「取材力」を高めるとどんな可能
性が開くでしょうか？

第39回 H23.10.24 鎌倉　幸子さん
公益社団法人シャンティ国際ボラ
ンティア会　広報課長兼岩手事務
所図書館事業スーパーバイザーー

本のチカラを考える～移動図書館活動から見
えてきた『支援』のかたち～

角田　知行さん
本や図書館は持つ『チカラ』とは何でしょう
か？



第40回 H23.11.22 毛受 芳高さん
NPO法人アスクネット理事・総合プ
ロデューサー

誰でも先生、誰でも生徒、どこでも学校！～愛
知サマセミから拡がるキャリア教育革命～

角田　知行さん
これからの社会に求められる『学び』とはど
のようなものですか？サマセミの実践に刺
激を受けてさらに可能性を探りましょう

第41回 H23.12.15 永岡　鉄平さん
株式会社フェアスタート　代表取締
役

格差社会を変える雇用の生み出し方～新しい
就労支援・フェアスタートを事例に～

角田　知行さん フリー

第42回 H24.1.29 岡坂　健さん
東日本大震災支援全国ネットワー
ク＜ＪＣＮ＞　事務局

ずっと続く支援をどう広げるか～被災地との思
いの共有の仕方～

角田　知行さん
震災から１０ケ月。ずっと続く支援をどう広
げていけば良いでしょうか？あなたは、ど
のようなかかわりをしていきますか？

第43回 H24.2.29 村田　禮三さん
すぺいん亭 オーナーシェフ/　NPO
1000人パエリアプロジェクト　実行
委員

食の魅力と楽しさを広げる～　被災地を励ま
す『１０００人パエリア～

角田　知行さん

①食の魅力　あなたにはこれまでどのよう
な記憶、感動、想い出がありますか？
②食の未来　私たちは食を通じてどのよう
な未来を つくることができますか？１０００
人パエリアのあなたバージョンは？」

第44回 H24.3.24 吉岡　宣善さん
特定非営利活動法人７８会　代表
理事

７８年生まれが日本を変える～動き出したロス
ジェネ世代『 ７８会』のチャンレジ～

角田　知行さん
７８会が見ているものが、あなたを刺激する
のはどんなことですか？

第45回 H24.4.24 右京　信治さん 鎌ヶ谷市放射線対策室長
成功の鍵は『一緒にやりましょう！』～鎌ヶ谷
市の市民との対話360回と放射能への取り組
み～

角田　知行さん

だれかと何かを始めた時を思い出してみま
しょう。 どんなことが起こりましたか？ 何が
あった時、うまくいきましたか？ 何かあった
時、うまくいきませんでしたか？ 誰かと何
かを始める時、大切なことは何ですか？

第46回 H24.5.25 渡辺一行さん
農林水産省　 食料産業局 　新事
業創出課　係長

新ファンドで変わる農林漁業のこれから 高重　和枝
新ファンドによってどんな未来が開けそうで
しょうか？ファンドを活用するアイデアは？

第47回 H24.6.30
初夏のバーベ
キュー・パーティ
＠所沢コロット

Coching　Duq」×「人むすびの場」
共催企画

初夏のバーベキュー・パーティ＠所沢コロット
の 『食を通じたやさしいつながり』～すでにあ
る豊かさに想いをはせる一日～

角田　知行さん
人はどんな時にまちを好きになりますか？
そのことからどんなアイデアが生まれます
か？

第48回 H24.7.24 碇　信一郎さん
株式会社親交経営　取締役、公認
会計士

日本の文化を世界に発信しよう！～＜Ｊ－Ｌｉｎ
ｋ＞の取り組みから～

角田　知行さん

さまざまな文化や地域、人々がネットでつ
ながり、情報を発信し、ファンと出会い、交
流を重ねていくことにどのような意義と価
値、可能性がありますか？そこからどのよ
うな物語が生まれたら素敵だと思います

第49回 H24.8.29 黒田　かをりさん
一般社団法人ＣＳＯネットワーク
事務局長・理事

被災を乗り越え持続可能な農業再生へ～『福
島エコファーム構想』の取り組みから～

角田　知行さん
被災を乗り越えた、未来の酪・農業のイ
メージは？

第50回 H24.9.26 伊藤　まりさん
福島県浪江町から県外避難、横浜
市に在住

３．１１から今まで、そして、これから～浪江町
から避難した家族の思いを率直に聴いて、
…。

角田　知行さん
今日、ここから持ち帰りたいこと（問い、メッ
セージ、やりたいことなど）は何ですか？」

第51回 H24.10.25 丸山　智恵子さん
ヒューマンバリュー総合研究所代
表理事

なぜ、いまダライ・ラマ１４世が注目されるのか
～２１世紀の心の科学をともに考える ～

角田　知行さん
今に心をおいてみると浮かんでくることは
何ですか？



第52回 H24.11.18 栗山　宗大さん
ものがたり法人Fire　Woks　脚本
家・プロデューサー

映画で未来をひらく～『市民総参加』でつくり
上げた「ふるさとがえり」の成果～

角田　知行さん
今日、あなたの心が動いたのはどの場面、
どの言葉でしたか？そのとき心に浮かんだ
ことは？

第53回 H24.12.14 生越　康治さん
特定非営利活動法人 埼玉情報セ
ンター　事務局長

市民記者養成プロジェクトの目指すもの 高重　和枝
市民が自ら発信したら何が変わる？どんな
可能性、アイデアが生まれる？

第54回 H25.1.29 江口　敬一さん
株式会社中日メディアブレーン社
代表取締役

都会の女子が過疎地を訪れ魅力を発信～～
大反響、魅力発掘女子隊「あっさ部」活動の広
がり～

角田　知行さん

過疎の地だからこそ、できること、やってみ
たいことは何ですか？そのために私たち
が、『乗り越えること』『変わること』があると
したら何ですか？


